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ポルフィロモナス・グラエ 

(P. gulae) 菌 
 P. gingivalisとは別種のカタラーゼ陽性株 

 P. gulae菌の線毛遺伝子であるFimAに着目 

 その遺伝子タイプのPCR解析によりA, B, C

の3つのタイプに分類できるようになった 

Sasaki H et al.Porphyromonas gulae 41-kDa fimbriae induced osteoclast differentiation and 
cytokine production. J Vet Med Sci. 77(3):265-71.2015. より引用 

ポルフィロモナス・グラエ（P. gulae）菌 

麻布大学、大阪大学の特許ライセンス 

（特許出願中：特願2013-549303） 

はじめに 



材料および方法 

対象犬 
全国の各動物病院によって 

口腔内のP. gulae の遺伝子解析依頼 

年齢 

性別（避妊、去勢の有無） 

犬種 

歯周病重症度スコア および 併発疾患 

依頼書に記載されている犬検体のデータ 

434 例 
（全検査依頼数562例の77.2%に相当） 

 



 

麻布大学、大阪大学の特許ライセンス（特許出願中：特願2013-549303）を受けて提供しています 



歯周病重症度スコア 

スコア 基準 

1 歯周病はみられない。 

2 軽度の歯周病。歯肉の腫れまたは退行がみられ
る。口臭がある。 

3 中程度の歯周病。 
前歯歯根部の露出、歯肉の自然出血や歯の脱落
がみられる。 

4 重度の歯周病。歯根分岐部病変や瘻管形成が 
みられる。 

Harvey CE & Emily PP : Small animal dentistry. 1st ed. 413,Mosby. St. Louis (1993) 



Harvey CE & Emily PP : Small animal dentistry. 1st ed. 413,Mosby. St. Louis (1993) 



犬434匹 

（平均年齢8.8歳） 

Gentra Puregene Yeast Bact.Kit® 

用いてスワブサンプルから 

細菌 DNA を抽出 

 PCR によるP. gulae 

16SrRNA 遺伝子の増幅 

口腔から 

スワブ検体を採取 

fimA遺伝子型(A,B,C)に特異的なプライマー 

を使用したPCR法 により 

P. gulae  fimA  型の特定 

P. gulaeの検出とfimAタイプ別分類 



統計学的解析 

ピアソンのカイ二乗検定 

オッズ比（2×2 分割表） 

定数によるカイ二乗の信頼区間* 

有意水準：p＜0.05 

*Joseph LF : Statistical Methods for Rates and Proportions   

(2nd ed.) Section 5.6, John Wiley & Sons, New York (1981) 



結果 
母集団の年齢は正規分布 
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性別構成 
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主要犬種別頭数 



犬種 平均年齢(標準偏差) 

シー・ズー 11.6 (1.3) 

ミニチュア・ダックスフント 10.5 (2.9) 

ミニチュア・シュナウザー 9.2 (3.6) 

パピヨン 9.1 (4.2) 

ヨークシャー・テリア 8.9 (3.8) 

チワワ 8.6 (3.4) 

雑種 8.2 (4.8) 

柴犬 8.0 (3.7) 

トイ・プードル 7.6 (2.9) 

シェットランド・シープドッグ 7.5 (1.9) 

ポメラニアン 7.4 (4.6) 

キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル 6.9 (3.1) 

主要犬種の平均年齢（標準偏差） 



fimA 型の構成比 
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全被検例434頭中341頭(78.6％)が P. gulae を保有 



歯周病の重症度が3以上であること
と関連していた因子・犬種 



歯周病の重症度が3以上であること
と関連していた因子・犬種 
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fimAのC型の陽性率が高い犬種 

ポメラニアンn=18 

fimAのC型の陽性率が有意に高かった 

（OR:6.81, 95％[CI] 1.09-43.21, p<0.05） 

ヨークシャー・テリアn=21 

fimAのC型の陽性率が 

高い傾向にあったが 

有意差は認められなかった。 

（OR:1.36, p=0.509） 

小型犬全般に歯周病の重症度が高い傾向があった 



考察 1 

算定評価の限界 
歯周病の進行度は単純な外観だけでは  
推定しかねる部分 

診断基準が実施施設によって完全に一致し
ていない可能性 

検査依頼記録 

記入基準の違い？ 

記憶違い？ 

 



考察 2 

犬の歯周病重症度とP. gulaeの保有との有意
な関連性 

年齢と犬種差が歯周病の進行に寄与している
可能性 

悪化因子 

加齢（OR:2.24） 

口腔内にP. gulaeを保有（OR:1.76） 

との関連性 



考察 3 

歯周病重症度スコア3以上となるオッズ比 

 9歳以上かつP. gulaeを保有→OR:4.98に増強 

全体を9歳未満/以上の2群に分けた場合 

 9歳未満の群：P. gulaeを保有→OR:3.12 

 9歳以上の群：P. gulaeの有無で有意差なし 

歯周病の重症度が有意に高かった2犬種 

（パピヨンとミニチュア・ダックスフント） 

P. gulae 陽性を示す割合が高い傾向 

 

 



考察 4 

犬の歯周病進行において 
必然因子 加齢 

獲得因子 P. gulaeを保有  

⇒真の増悪要因として相乗的に影響？ 

これらの歯周病リスク因子に対して 

P. gulaeの各線毛タイプがもたらす 

病態生理学的なメカニズムを明らかにするために 

さらなる研究が必要 

今後さらにデータを積み重ねて検討を続ける予定 
 



Thank you !! 

人と動物の歯周病予防プロジェクト 

Team AOO42s 


